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弘前学院大学開放講義（後期）

▽とき　９月 23日～平成 29年２
月６日
▽科目　聖書と文学、英会話ⅡＢ、
政治学（国際政治を含む）Ｂなど
▽受講料　無料（資料代 2,500 円
が必要）
※詳細はホームページ（http://
www.hirogaku-u.ac.jp）をご覧
になるか、お問い合わせください。
■問９月１日～９日に、弘前学院大学
学務課窓口（稔町、☎34・5211）へ。

ひろさき「ワーク・ライフ・
バランス」セミナー
　さまざまな視点から「ワーク・ラ
イフ・バランス」を学ぶセミナーで
す。
▽とき　９月 29日、10月 26日、
11月 16日
※時間はいずれも午後１時半～３時
半
▽ところ　ヒロロ（駅前町）３階多
世代交流室２
■問電話かファクスで、子育て支援課
（☎40・7038、■Ｆ 39・7003）へ。
※申し込み用紙は子育て支援課、各
支所等に備え付けているほか、市ホ
ームページからダウンロードできま
す。

フォークダンス体験教室

　世界のフォークダンスの基礎と踊
り方を指導します。
▽とき　10月７日（金）
　　　　午前10時～正午
▽ところ　清水交流センター（大開
２丁目）
▽対象　市民＝20人（先着順）

▽参加料　無料
▽持ち物　室内用シューズ
■問９月４日～ 13日に、清水交流セ
ンター（☎ 87・6611、月曜日と
祝日の翌日は休み）へ。

高齢者夜間交通安全体験教室

▽とき　10月３日（月）
　　　　午後４時～７時半
▽ところ　弘前モータースクール
（和泉１丁目）
▽内容　運転者コース＝走行診断／
歩行者コース＝歩行実験／両コース
共通＝歩行者・運転者・冬道の交通
安全講話、屋外実験（ライトの届く
距離、色による視認性、反射材の効
果など）
※走行診断は、弘前モータースクー
ルの車両を使用します。
▽対象　65歳以上の市民
▽定員　歩行者コース＝ 30人／運
転者コース＝10人
▽参加料　無料
▽持ち物　運転免許証（運転者コー
スの人のみ）
※夕食を用意します。
■問９月 23日までに、都市政策課交
通政策推進室（☎35・1102）へ。

「高齢者・障害者の人権あん
しん相談」強化週間
　青森地方法務局および青森県人権
擁護委員連合会では、強化週間中に
平日の相談時間を延長し、土・日曜
日も電話相談を行います。相談は無
料で秘密は厳守しますので、ひとり
で悩まずに相談してください。
▽期間　９月５日～９日の午前８時

半～午後７時、９月 10 日・11 日
の午前 10時～午後５時
▽電話番号　☎0570・003・110
■問青森地方法務局人権擁護課（☎青
森017・776・9024）

都市計画の変更原案の閲覧
および説明会・公聴会
　平成 27年 12月９日開催の説明
会で説明した都市計画の変更原案を
修正し、改めて変更原案を作成しま
したので、原案の閲覧および説明会・
公聴会を開催します。
【変更する都市計画の名称】
○弘前広域都市計画道路の変更（幅
員および線形の変更）
３・４・20号紺屋町野田線（大字
亀甲町、大字田茂木町、大字田町１
丁目、大字野田２丁目の各一部）
※手続きは県が行ないます。
【説明会】
▽とき　９月 11 日（日）、午後１
時～
▽ところ　青森県弘前合同庁舎（蔵
主町）別館３階A・B会議室
【原案の閲覧】
▽とき　９月 12日（月）～ 26日
（月）の午前８時半～午後５時（土・
日曜日・祝日を除く）
▽ところ　青森県都市計画課（青森
市長島１丁目、青森県庁北棟３階）、
市都市政策課（市役所５階、窓口
552）
※原案は県および市ホームページで
も閲覧できます。
【公聴会】
▽とき　10月 16日（日）、午後１
時～
▽ところ　青森県弘前合同庁舎別館
３階A・B会議室
▽公述の申し出　公聴会に出席して
意見を述べることができる人は、市

内に住所を有する人で、公述申出書
の提出が必要です。あらかじめ問
い合わせの上、９月 12日（月）～
10月 11日（火）（必着）に公述申
出書を県都市計画課または市都市政
策課へ提出してください（土・日曜
日、祝日を除く、午前８時半～午後
５時）。
※ 10月 11日までに公述の申し出
がない場合は、公聴会の開催を取り
止めますので、傍聴を希望する人は
事前にお問い合わせください。
▽その他　３・４・11号土手町向
外瀬線（山王町の一部）の都市計画
の変更原案（幅員の変更）は取り止
めとします。
■問 県都市計画課（☎青森 017・
734・9681）、市都市政策課（☎
35・1134）

夜間・休日納税相談

　収納課では、日中や平日に納税相
談ができない人のために、夜間・休
日納税相談日を設けています。
▽夜間納税相談　９月 15 日・16
日・20日・21日・23日の午後５
時～７時半
▽休日納税相談　９月 25日の午前
９時～午後４時
　納期限までに納付できない事情が
ある人は、未納のままにせず、ぜひ
相談においでください。
■問収納課（市役所新庁舎２階、☎
40・7032、40・7033）

観光ボランティアガイド
会員募集（お試し会開催）
　現役ガイドと弘前公園を散策して
ガイドの仕事を見てみませんか。
▽とき　９月17日（土）
　　　　午前10時～ 11時半ころ

▽集合　市立観光館（下白銀町）１
階インフォメーション前
▽対象　「津軽ひろさき検定」初級
試験合格者
▽参加料　無料
※事前の予約は不要。
■問弘前観光ボランティアガイドの会
（弘前観光コンベンション協会内、
☎35・3131）

１日体験ボランティア

【フリーマーケットの手伝い】
▽とき　９月 18 日（日）、①午前
９時～正午、②正午～午後３時
※雨天の場合は９月25日に順延。
▽ところ　土手町通り（集合＝中三
弘前店正面入口）
▽内容　カルチュアロード内「ワン
ニャンを愛する会」が行うフリーマ
ーケットなどの手伝い
▽対象　市民＝各５人（先着順）
▽参加料　無料
▽持ち物　飲み物、エプロン、動き
やすい服装
▽申込締め切り　９月14日（水）
【サッカー大会運営の手伝い】
▽とき　９月 24 日（土）、午前８
時～午後５時ころ
▽ところ　岩木青少年スポーツセン
ター（常盤野字湯段萢）
▽内容　「げんキッズサッカーフェ
スティバル」の手伝い（テント張り、
得点記録など）
▽対象　市民＝10人（先着順）
▽参加料　無料
▽持ち物　飲み物、動きやすい服装、
軍手、かっぱ（雨天時のみ）
▽申込締め切り　９月20日（火）
▽その他　市内からの送迎および昼
食を用意します。
■問ボランティア支援センター（元寺
町、☎38・5595）

確認申請台帳記載事項の証明・
建築計画概要書の閲覧は
事前の連絡を

　今年度、これまで紙などで保存し
ていた台帳などの電子化を図りま
す。これに伴い、下記の期間、確認
申請台帳記載事項の証明と建築計画
概要書の閲覧が、窓口ですぐ対応で
きない場合があります。
　証明や閲覧の準備には３日程度の
日数を要する場合がありますので、
希望する人はできるだけ事前に連絡
してください。
▽期間　確認申請台帳記載事項の証
明…９月下旬まで（予定）／建築計
画概要書の閲覧…12月中旬まで（予
定）
■問建築指導課（☎40・7053）

弘前大学教育学部附属中学校
生徒募集
▽募集人員　165 人（附属小学校
からの進学予定者約90人を含む）
▽資格　
①平成 29年３月に小学校を卒業見
込みの児童
②保護者と同居していること
③通学に要する時間が片道１時間以
内であること（青森市からの通学は
浪岡地区のみ可）
▽応募書類の交付・受付
○交付＝ 11月７日～ 15日
○受付＝ 11 月 11 日～ 22日（郵
送不可）
※時間は午前９時～正午と午後１時
半～３時（土・日曜日、祝日を除く）。
▽選考日程　選考日＝ 12月 23日
／合格者発表＝ 12月 27日
■問弘前大学教育学部附属中学校（ 
学園町、☎ 33・2159）

■問い合わせ先　環境管理課（町田字筒井、☎35・1130）

今年 ６ 月のごみ排出量
弘前市の燃やせるごみの総排出量

 

１人１日当たり
のごみ排出量

今年
昨年
差

5,480t

1,025g
1,079g
-54g

（家庭系・事業系を合計した数値。資源化ごみなどは除く。）

331t 減 !!
（昨年同月比）

たか丸くんの　ごみ減量速報

 その他
 

 

　市のテレビ番組「えがお弘前“ビタ
ミン Hi（ハイ）”」で、ごみの減量・
資源化への取り組みを紹介するよ !!
みんな見てね～！
○テーマ　「循環のまち弘前」
　　　　　～弘前 3・3運動の推進～
○放送日　9月 17日（土）
　　　　　午前11時半～11時 45分
○放送局　青森朝日放送（ABA）


